
[　別　紙　　]「乙での中間処理後の最終処分（再生を含む）場所」

2021年3月1日現在

処分先No
(許可番号等)

許可証記載の
とおり

再生品目

売却先

再生品目

売却先

再生品目

売却先

再生品目

売却先

処分先No　　(許可
番号等)

処分方法 処理能力 備考

1220002851
破砕・発電燃

料
300t/日

1220105013
溶融固化
（RPF）

267t/日

1220050937
破砕（燃料チッ

プ）
150t/日

1220051677
破砕（燃料チッ

プ）
76t/日

13-20-012468 破砕 976t/日

1220007240 焼却（売電） 100t/日

1220010863 圧縮 220t/日

1220007240 焼却 150t/日

1020009062 焼却 33t/日

1220007240 焼却 10t/日

1240018681 焼却 649t/日

1220137658 焼却 633t/日

13-20-190368
切断、圧縮、圧

縮・梱包
2,416t/日

1220002082 破砕、切断 462.08t/日

00821065747
破砕、圧縮梱
包、切断

3,064.52t/日

00821065747
破砕、圧縮梱
包、切断

198.44t/日

1220065435 破砕、圧縮 187.6t/日

1220018223 破砕、圧縮 88.1t/日

1220036181 破砕 600t/日

1220058127 破砕、圧縮 4,032t/日

190004746
破砕、選別、焙
焼、焼却

10t/日

13-20-001539 破砕・分離 1.08t/日

05540004313 焼却 300t/日

13-20-004313 焼却 650t/日

０５７２０２１５６０６ ガス化 286t/日

02824022071 圧縮 4717.2t/日

01220002754 切断 110.87t/日

05520178226
破砕、切断、
圧縮、溶融

996t/日

01220025484 固化 2,200㎥／日

処分先No　　(許可
番号等)

処分方法 処理能力
備考

(利用方法等)

1230024317 安定型埋立 2,366,607㎥

5440052901 管理型埋立 3,210,708㎥

5430009062 管理型埋立 1,041,919㎥

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず

ガラスリソーシング
株式会社

王子マテリア株式会社
富士工場

王子製紙株式会社
苫小牧工場

いわき大王製紙株式会社
日本製紙株式会社

富士工場

ガラスくず、コンクリートくず及び陶
磁器くず

三井商事株式会社 千葉県八千代市上高野字南田台485-2

千葉県市原市福増字山の神255番地他

廃プラスチック類、金属くず みとみ商事株式会社 千葉県佐倉市岩富2221‐1

管理型品目 仙台環境開発株式会社 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木460-1

管理型品目 株式会社ジャパンクリーン
宮城県仙台市青葉区芋沢字青木野109番地1
他20筆

安定型品目 株式会社城装

千葉県千葉市若葉区北谷津町293－1他

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、が
れき類、ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、ゴムくず

メジャーヴィーナス・ジャパン株
式会社

東京都江東区新木場4-2-21

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガ
ラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 フェニックスメタル株式会社

千葉県市原市八幡海岸通7-1の一部、7-3の
一部、7-4の一部

ガラスくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器
くず・金属くず

野村興産（株）
イトムカ鉱業所

北海道北見市留辺蘂町富士見217番地1

紙くず・ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁
器くず（廃石膏ボード）

吉野石膏（株）
千葉第一工場

千葉県袖ケ浦市北袖18番

紙くず・ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁
器くず（廃石膏ボード）

株式会社ナコード 千葉県袖ケ浦市南袖44

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ゴ
ムくず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき

類

株式会社KAIXIA
エコセンター笠間ウエストリバイブ 茨城県笠間市安居字清水頭2559-1外4筆

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ゴ
ムくず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき

類

株式会社KAIXIA
リサイクラブルfactory

茨城県茨城郡茨城町大字小幡字安塚2240‐4
の一部外2筆

廃プラスチック類、金属くず ガラスリソーシング株式会社 千葉県成田市新泉21-1

廃プラスチック類、紙くず、木くず
杉田建材㈱

市原サーマルセンター
千葉県市原市万田野481番2

廃プラスチック類、紙くず、木くず 株式会社市原ニューエナジー 千葉県市原市万田野733番6

廃プラスチック類、紙くず、木くず、
繊維くず

株式会社ジャパンクリーン 群馬県館林市近藤町字開拓712-1他7筆

廃プラスチック類、木くず、紙くず、
繊維くず

株式会社フジコー 千葉県白井市折立32-8

金属くず 株式会社YAMANAKA 千葉県白井市中字一億434

紙くず、木くず 千葉産業クリーン株式会社 千葉県銚子市小浜町2950番地

木くず 東京ボード工業株式会社 東京都江東区新木場2-12-5

木くず 株式会社フジコー 千葉県白井市折立32-8

木くず 東関リサイクル株式会社 千葉県八街市八街字後野分292-1

木くず 株式会社エコグリーン 千葉県匝瑳市大寺1471

廃プラスチック類 株式会社サニックス 千葉県袖ケ浦市南袖9番3

廃プラスチック類 株式会社エコ・マイニング 千葉県八千代市上高野1780

フェニックスメタル
株式会社

株式会社YAMANAKA 株式会社三富商会 株式会社扶桑商事 東京ボード工業株式会社

Ⅱ.乙からの再生委託先

廃棄物の種類 再生施設名 再生施設所在地

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず

日本製紙株式会社
勿来工場

市原グリーン電力株式会社

廃プラスチック類
金属くず

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず

株式会社佐久間 NCT化学株式会社 新洋株式会社 株式会社パナ・ケミカル 株式会社浩豊商事

金属くず 金属くず 金属くず 金属くず 木くず

Ⅰ.乙での再生品目

再生施設名 再生施設所在地 処分方法 処理能力

乙の施設 許可証記載のとおり

紙くず 廃プラスチック類 廃プラスチック類 廃プラスチック類 金属くず

廃プラスチック類、金属くず
株式会社イサカエンタープライ

ズ
千葉県松戸市上本郷86番地

廃プラスチック類、金属くず 日盛運輸株式会社 東京都江戸川区東葛西3－17－26

Ⅲ.乙からの最終処分先(委託)先

廃棄物の種類 再生施設名 再生施設所在地

廃プラスチック類、紙くず、木くず、
繊維くず

J＆T環境株式会社　千葉リサ
イクルセンター

千葉県千葉市中央区川崎町10-3の一部

廃プラスチック類、紙くず、木くず、
繊維くず

J＆T環境株式会社　東京臨海
エコクリーン

東京都江東区海の森二丁目３番２１号

兵庫県明石市二見町南二見9-3木村工業株式会社
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ゴ
ムくず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき

類

昭和電工株式会社 神奈川県川崎市川崎区扇町28番１ほか廃プラスチック類

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガ
ラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 リッツ資源株式会社


